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Ⅰ．概要
高齢社会と低炭素社会の同時進行に直面する今，高齢者
の資産と能力の積極的な社会への還元を進めることで成
長可能な「明るい」低炭素社会を実現することが喫緊の課
題である．本研究課題では，高齢者の住宅資産の低炭素化，
高齢者の活動支援システムの低炭素化，高齢者の担い手と
しての低炭素化を進めるために，主に，太陽エネルギを利
用した超省エネヒートポンプ，超小型電気自動車，シニア
植物医師訓練プログラムに着目し，都市と自然が近接する
柏の葉キャンパスタウンでの統合的な実証実験を通じた
技術開発と社会システム改革の具体化を図る．さらに，低
炭素都市モデルの構築，成果情報のパッケージ化により，
全国への普及・展開を推進する．
1.課題の目的・内容・目標
21 世紀の我々は，超高齢社会と低炭素社会の二大課題に
同時に対応しなければならないという困難に直面してい
る．我が国が国際社会に向けて打ち出した「温室効果ガス
を 2020 年までに 1990 年比で 25％削減」という目標の達成
には，低炭素化技術の導入を一段と加速させなければなら
ないが，超高齢社会が経済社会を停滞・縮小させる方向に
働ければ低炭素社会実現のブレーキとなる．しかし，拡大
する高齢者層が積極的に社会に参画・貢献し，さらには低
炭素化の担い手として重要な役割を果たすようになれば，
持続的成長の可能性を持った「明るい」低炭素社会実現の
途が拓けてくる．本プログラムは，高齢者が自律協調する
「明るい」低炭素都市の創造に向けて，新技術の開発を行
うとともに，柏の葉キャンパスタウン（千葉県柏市）にお
いて統合的な実証実験を行う．必要な社会システム改革の
方向を明らかにするとともに，「明るい」低炭素都市のモ
デル化，および成果情報のパッケージ化を行い，全国・世
界の各地への普及展開を期するものである．
本プログラムは，次の技術開発，実証実験，社会システ
ム改革の検討を統合的に実施するものである．
a. 高齢者資産の低炭素化 高齢者のいる世帯は，平成 20
年には 1821 万世帯，全体の 36.7％に達している．この割
合は今後更に拡大すると予測され，低炭素社会の目標達成
のためには，高齢者が保有する資産である住宅の低炭素化
が大きな課題となる．これらの住宅では，投資余力や低炭
素技術に関する情報不足等から低炭素化が進まないこと
が予想されるため，低炭素技術の導入効果の可視化による
理解促進を図るとともに，高齢者の経済的な負担を大幅に
軽減した導入普及策を講じ，その上で，さらに高効率化さ
れた自然エネルギー活用技術の開発普及を進めていく必
要がある．本プログラムでは，基盤技術として，飛躍的に
自然エネルギの利用効率を高めた低炭素技術の導入普及
を図るため，太陽エネルギを活用した潜熱顕熱分離型ハイ
ブリッド空調システム，すなわち超省エネヒートポンプ技
術開発，実証実験を行う（①エネルギグループ）．また，
この新規技術とともに，既に導入されつつある低炭素技術
の導入効果の可視化技術の実証実験を行い，高齢者の理解

促進を図るためのユニバーサルな可視化技術の開発普及
を図るとともに，高齢者の経済的負担を大幅に軽減した技
術の導入促進のための制度の構築による社会システムの
改革を図るものである．
b. 高齢者の活動支援システムの低炭素化 高齢者が地域
の経済社会活動に積極的に参画・貢献できるよう，高齢者
の健康維持，身体機能の補完，移動の円滑化等の活動支援
を行うための技術開発が行われているが，これらの技術の
低炭素化を図ることにより，高齢者が低炭素社会に負荷を
かけずに活躍できるようになる．本プログラムでは，基盤
技術として，高齢者の活動支援技術として最適であるパー
ソナルモビリティシステム，すなわち超小型電気自動車の
技術開発，実証実験を行う（②モビリティグループ）．ま
た，柏の葉キャンパスタウンでは，すでに高齢者の健康管
理システム，オンデマンドバス，カーシェアリング等の管
理システム等の技術開発や実証実験が進んでいることか
ら，これらの情報を統合化するシステムを開発し，施設の
最適配置や運用方法の最適化を行うことでエネルギ利用
の効率化を確保していくための実証実験を実施する．さら
に，これらの技術の導入にあたっては，モビリティシステ
ムの導入のために，道路運送車両法，道路法，道路交通法
等の車両の保安基準や道路管理上の位置づけを明確にす
るための規制の合理化が不可欠であり，本プログラムでは，
これらの社会システム改革を図るものである．
c. 高齢者を担い手とする低炭素化 近年，植物病による
農作物被害が全地球生産可能量の３分の１にも達し，農業
資材や農薬投入の無駄が CO2 発生に繋がっている．地域住
民が快適な都市生活を享受しつつも，都市内の公園，街路
樹から周辺部の農地，里山までを円滑に移動し，良好な緑
環境の保全，創出に担い手として参画・貢献できるように
なれば，CO2 の吸収源の増大と地域コミュニティーの活性
化の両方が実現でき，明るい低炭素社会の実現へと繋がる．
本プログラムでは，高齢者を植物病予防の担い手として登
用し，植物病監視情報システムを核とした「植物医科学シ
ステム」の臨床確立に取り組むとともに，「シニア植物医
師訓練プログラム」を開発し，適切な植物病抑止に向け，
柏の葉キャンパスタウン及び周辺農地・緑地において実証
実験を行う（③植物医科学グループ）．また，この新規技
術とともに，既に導入されつつある都市緑地や里山や農地
から発生する間伐材や残渣，建築廃材等のバイオマスを化
石燃料の代替燃料として使用する手法についても実証試
験を行う．これらの技術の導入にあたっては，公園樹木や
街路樹の公物管理や農地管理に一般の高齢者を登用する
ための社会システムの構築が必要であり，植物病エキスパ
ートの普及のためには，地域の高齢者人材の訓練・登録制
度の構築や実施のための情報ネットワークシステムの確
立や経済的なインセンティブの付与が不可欠となる．本プ
ログラムでは，これらを統合的に検討し，社会システム改
革を図るものである．
なお，超高齢社会の克服と低炭素社会の実現という二大
課題に同時に取り組む研究は，世界的にもの例がなく，研
究課題の設定自体として他の研究をリードするものであ
る．
2.実施計画について
1 年度目から 3 年度目までに，太陽エネルギ利用ハイブ
リッド空調システム，超小型電気自動車，および植物医師

訓練プログラムについて技術開発，および実証実験を行う．
また，これらの技術を社会に定着させ，十分な効果を挙げ
るためには，個別の技術開発とともに，これらの技術を有
効に社会に定着させる計画を策定し，提言することが重要
である．したがって，本プログラムにおいては，高齢者居
住充実のための計画（④都市計画グループ），および高齢
者による農地利用，緑地管理活動の計画（⑤農業・緑地計
画グループ）を合わせて行う．また，これらの技術開発，
都市計画，および緑地計画を支援する情報システムの開発
（⑥情報システムグループ）も行う．これらの成果に基づ
き，3 年度目までに，高齢者登用のための制度に関する基
礎的検討，高齢者の経済的負担を大幅に軽減した低炭素技
術の導入加速制度の構築のための必要な検証を終える．あ
わせて，「明るい」低炭素都市のモデルを構築する．
さらに，4 年目以降に，個別の技術における発展的な実
証実験，および都市計画グループ，農業・緑地計画グルー
プ，情報システムグループを中心としたグループ横断的な
実証実験を行う．異なる分野の情報を統合化することによ
り，新たなシナジー効果の発現が期待できることから，シ
ニアビジネス等の新産業創出を促進するための誘導施策
を講じることができると考えられる．これらの成果に基づ
き，高齢者の資産の低炭素化，高齢者の活動支援システム
の低炭素化，高齢者を担い手とする低炭素化のために必要
な社会システム改革の具体像をとりまとめる．最後にプロ
グラムの成果をパッケージ化し，全国・世界への発信を行
う．
3.地域の特性と自治体の役割
柏の葉キャンパスタウンは，東京都心から 30 分の距離
にありながら，都市的機能と良好な自然環境が共存する特
性を持った地域に新たに建設されている郊外都市であり，
一連の技術開発，実証実験を統合的に推進するために最適
の立地であり，全国・世界の都市のモデルとなる汎用性も
兼ね備えている．ここでは，東京大学，千葉県，柏市等が
連携して，柏の葉国際キャンパスタウン構想を構築してお
り，低炭素社会のモデルとなるまちづくりを謳うとともに，
先端的な環境実験の導入エリアとして位置づけており，こ
れまでも，低炭素化のための実証実験を実施してきている．
本プログラムの実施は，こうした取組の統合的な具現化と
して，千葉県，柏市の目指すまちづくりの方向と合致して
おり，実証実験の実施等にあたり，必要かつ適切な自治体
からの協力が期待できる．
4.社会システムとの関連性と実施体制
高齢者等の経済的負担を大幅に軽減しつつ，低炭素化技
術の導入を加速する制度の構築にあたっては，国等の公的
機関による公共投資の財源確保，資源配分の考え方を大き
く改革する必要があり，特定の省庁の枠を超えた検討が必
要であることから，内閣官房・内閣府（国家戦略室）との
連携が必要である．本プログラムにおいては中部大学 服
部敦教授（元内閣官房構造改革特区および地域再生担当）
が東京大学の学内関連組織である UDCK のフェローとして
参画する．あわせて，公的機関と住宅所有者の責任関係，
権利義務の継承，安全基準上の位置づけ，低炭素化設備・
機器の導入促進等を検討する必要があり，経済産業省，国
土交通省，環境省との間で規制の合理化，助成制度の整備
等について検討する必要がある．また，移動・エネルギ利
用等の活動支援システムの導入や高齢者による農地利
用・緑地管理の実施を進めるためには，国土交通省（公物
管理，車両保安基準），農林水産省（農地利用，植物医科
学）との間で，規制の合理化，助成制度の整備について検
討する必要がある．

5.実施期間終了時における具体的な目標
a．太陽エネルギを利用した超省エネヒートポンプ，超小
型電気自動車，シニア植物医師訓練プログラムについて社
会実装できるレベルに技術開発を行う．また，これらの社
会実装に際する社会システムの課題を明らかにし，改革を
提言する．
b．高齢者居住充実のための計画，および高齢者による農
地利用，緑地管理活動の計画の実証実験を通して，高齢社
会の克服と低炭素社会の実現を両立させる都市計画，農
業・緑地計画を策定し，提言する．
c．プログラムの成果情報をパッケージ化し，全国・世界
への普及・展開を推進する．
6.実施期間終了後の取組
科学技術戦略推進費による実施期間中に，本プログラム
チーム（技術開発・社会改革推進チーム）は関係省庁との
間に『運営委員会』，また，連携する民間企業との間に『「明
るい」低炭素都市推進協議会』を発足させる．終了後は『「明
るい」低炭素都市推進協議会』を法人化し，社会システム
の変革の定着と持続的発展を図る．
7.期待される波及効果
柏の葉キャンパスタウンは，建設途上の新たな郊外都市
であり，都市の整備拡大に応じて，低炭素技術の住宅への
導入，高齢者の活動支援システムの普及，高齢者による農
地利用・緑地管理の実施等の取組が継続的に拡大し，社会
システム改革の確実な定着が期待される．プログラム実施
期間終了後も，東京大学を中心に開発される低炭素化技術
の実証，普及の場として展開していくことが期待できる．
また，高齢者の積極的な参画・貢献により低炭素化を実現
しつつ，持続的な成長が可能な都市のモデルを構築するこ
とにより，高齢化により活力を失いつつある各地の郊外都
市の再生を促進することが期待される．高齢者の資産と活
力を活用して低炭素技術の導入を飛躍的に加速すること
が可能となり，温室効果ガス排出抑制の目標達成に大きく
寄与することが可能となる．
8.実施体制について
本プログラムでは東京大学を中核機関とし，千葉県，柏
市，三菱総合研究所が参加して，技術開発・社会改革推進
チームを編成する．本チームには，実証実験を推進するた
めの協力企業群からなる「明るい」低炭素都市推進協議会，
社会システム改革を図るため運営委員会を置く．
中核機関である東京大学は，本プログラム全体の企画運
営，技術開発，実証実験の実施，社会システム改革の検討
の中心的な役割を担う．本プログラムの実施にあたっては，
新領域創成科学研究科環境学研究系，飛原英治教授を課題
代表者とし，以下の６つの研究グループからなる体制で行
う．①エネルギグループ（リーダー：飛原英治教授），②
モビリティグループ（リーダー：堀洋一教授），③植物医
科学グループ（リーダー：難波成任教授），④都市計画グ
ループ（リーダー：浅見泰司教授），⑤農業・緑地計画グ
ループ（リーダー：横張真教授），⑥情報システムグルー
プ（リーダー：岡本孝司教授）．①－③は「グリーン社会
インフラの強化」として中核の技術開発であり，④，⑤は
「世界をリードする環境先進都市創り」において必須の制
度改革への取り組みである．また，⑥は気候変動に社会が
対応するために必須の基盤技術である．豊富な研究実績と
共に実証試験の経験を有する研究者による体制を整備す
る．

千葉県，柏市は，これまでも柏の葉キャンパスタウンにおける技術開発，実証実験に協力してきた実績を有しており，
上記研究体制に参加するほか，実証実験の実施に必要な調整，地方行政への反映，行政情報等の提供の役割を担う．三菱
総合研究所は，運営会議，「明るい」低炭素都市推進協議会の企画，運営を担う．
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東京大学空間情報研究センター・准教授

都市計画グループ

雨宮

護

東京大学空間情報研究センター・助教

都市計画グループ

東京大学空間情報研究センター・特任研究員

都市計画グループ

李

召熙

○横張

真

東京大学大学院新領域創成科学研究科・教授

農業・緑地計画グループリーダー

山路

永司

東京大学大学院新領域創成科学研究科・教授

農業・緑地計画グループ

鬼頭

秀一

東京大学大学院新領域創成科学研究科・教授

農業・緑地計画グループ

山本

博一

東京大学大学院新領域創成科学研究科・教授

農業・緑地計画グループ

福田

健二

東京大学大学院新領域創成科学研究科・教授

農業・緑地計画グループ

寺田

徹

東京大学大学院新領域創成科学研究科・助教

農業・緑地計画グループ

渋谷

園実

東京大学大学院新領域創成科学研究科・特任研究員

農業・緑地計画グループ

○岡本

孝司

東京大学大学院新領域創成科学研究科・教授

情報システムグループリーダー

大和

裕幸

東京大学大学院新領域創成科学研究科・教授

情報システムグループ

稗方 和夫

東京大学大学院新領域創成科学研究科・准教授

情報システムグループ

鎗目

雅

東京大学大学院新領域創成科学研究科・准教授

情報システムグループ

服部

敦

中部大学中部高等学術研究所・教授
ＵＤＣＫ・フェロー

柏の葉における産官学公の連携プログラ
ム実施の助言

◎石黒

博

柏市・副市長

実証試験の調整，行政への反映

猿渡

久人

柏市企画部・部長

実証試験の調整，行政への反映

吉川

正昭

柏市役所企画部企画調整課・課長

情報システムグループ

金子

雅一

柏市役所環境部環境保全課・課長

エネルギグループ

石橋

良夫

柏市経済産業部農政課・課長

植物医科学

岩崎

克康

柏市役所都市計画部都市計画課・課長

都市計画グループ

渡邊

祐康

柏市役所都市計画部交通政策課・課長

モビリティグループ

南條

洋介

柏市役所都市緑政部公園緑政課・課長

農業・緑地計画グループ

◎松下

雄介

千葉県総合企画部政策企画課・課長

実証試験の調整，行政への反映

◎堀

雅文

三菱総合研究所科学技術部門統括室・参与

産学官連携コーディネート

利治

NPO 法人ちば里山トラスト・理事長

農業・緑地計画グループ，高齢者の里山・
公園管理の指導・実行

根本

9.各年度の計画と実績
a.平成 22 年度実績
・①エネルギ，②モビリティ，③植物医科学グループの
技術開発，④都市計画，⑤農業・緑地計画グループの
計画，調査，⑥情報システムグループのシステム開発
を行った．
平成 22 年度の具体的な実績は以下に示す通りである．
①エネルギグループ
(1) 太陽熱温水器の開発
(2) 太陽エネルギ利用ハイブリッド空調システムの
理論解析
②モビリティグループ
(1) 高齢者活動支援のための超小型電気自動車開発
(2) 高齢者の生活環境や身体能力を考慮したパーソ
ナルモビリティの社会実験
③植物医科学グループ
(1) 植物医師制度の創設に向けた調査
(2) 植物医師訓練プログラムの開発･実施に向けた
調査
④都市計画グループ
(1) 高齢者の生活実態調査
(2) 都市緑地の発生状況・適性度調査
(3) 高齢者をめぐる問題状況の把握とこれに対する
行政対応に関する調査
⑤農業・緑地計画グループ
(1) 水田からの GHG 発生状況とその適正管理

(2) 農地・里山由来バイオマスの最適な分配・利用
システムの構築
(3) 里山バイオマス利用の生態系への影響とその適
正管理
(4) 「農・里山管理」に携わる地域住民を交えた社
会システムの設計と評価
⑥情報システムグループ
(1) 知識体系化検討
(2) データ構造化試験
(3) 分析管理システム設計
b.平成 23 年度
・前年度に引き続き，各研究グループの技術開発，計画・
調査，システム開発を行う．また，社会システム改革
の検討を着手する．
平成 23 年度の具体的な実施計画は以下に示す通りで
ある．
①エネルギグループ
前年度の結果から有望であることが分かった太陽熱
を駆動熱源とした吸収冷凍機システム，デシカント空
調システム，及び蒸気エジェクタ・蒸気圧縮式ハイブ
リッド空調システムの 3 つのシステムに絞って，サイ
クル性能に影響を与える各構成要素の動作特性の実
験測定とサイクル性能の実験検証を行う．
②モビリティグループ
前年度開発した各コンポーネントを統合，再設計して，
キャパシタワイヤレス電気自動車の試作機を完成す
る．改良版をメーカと共同開発する．また，柏でのモ

ビリティシステムの実証実験として，個人受容と社会
受容，移動負荷軽減，車両運用などの個別課題を克服
し，社会実験の予備実験に向けた取り組みを行なう．
③植物医科学グループ
植物医師制度の社会実装に向け，植物医師制度を試行
する．コミュニティシニア植物医師や植物医師を育成
するための植物医師訓練プログラムや認定試験の確
立に向けて制度設計を行う．それらの志望者を対象と
した植物医師訓練プログラムを開講する．また，柏市
農政課と連携して植物医師訓練プログラムの実習な
どに用いる圃場の整備を進める．
④都市計画グループ
高齢者の生活実態調査アンケートの分析を行い，比較
対照群として東京大都市圏を対象に同様の調査を行
う．国政調査などの統計データに基づく高齢者の空間
分布分析を，対象を東京大都市圏全域に拡げて行う．
空閑地の利用実態調査を柏市および周辺地域に拡大
して行う．また，高齢者を対象とした社会調査を行い，
共助による高齢者のフードデザート問題の解決法を
検討する．｢農｣との接触に対する要望や制約を明らか
にして，高齢者を担い手に含むシステムを構想するた
めの具体的な知見を得る．
⑤農業・緑地計画グループ
高齢者を中心とした地域住民による里山管理実験の
継続実施する．里山から発生したバイオマスを地元チ
ップ工場で処理したり，エタノールプラントで液体燃
料化する実験を繰り返し，地域内におけるバイオマス
の利用可能性を検討する．先進事例国内外調査．高齢
者を中心とした地域住民の緑地管理に対する意向，要
望，参加のあり方に関してインタビューやアンケート
を行う．水田から発生する GHG(メタン，亜酸化窒素)
を計測し，水管理の工夫による低炭素効果を測定する．

⑥情報システムグループ
高齢化・低炭素化社会へ向けた活動を支える情報イン
フラの整備を行うため，以下の内容を推進する．
(1)多様な知識の体系化・パッケージ化: 健康・環境
などの社会的価値と両立するような技術・経済・社会
システムの構築のために，次の研究開発を行う．情
報・知識の創出のメカニズム，異なる情報・知識の間
の交換・連結・統合のメカニズム，社会的ビジネス・
モデルの開発，知識・経験・ノウハウのパッケージ化，
構築されたシステムの他地域・海外への展開
(2) データ構造化評価: 前年度実装した複数の電子
機器の電力量を入力情報として，データ構造化と可視
化を実施する．
(3) 分析管理システム実装: 他の研究グループの実
証実験から得られる種々のデータを，統合化して保存
するための統合データベースのプロトタイプを開発
する．異種のデータソースからのデータに対しても相
関関係の分析などが可能になるシステムの開発を目
指す．
c.平成 24 年度
・前年度に引き続き，各研究グループの技術開発，計画・
調査，システム開発を行う．また，社会システム改革
の検討を行う．
d.平成 25 年度
・各研究グループの活動は発展的な実証実験の段階とな
り，データベースの統合化に着手する．また社会シス
テム改革の実証実験を行う．
e.平成 26 年度
・前年度に引き続き，発展的な実証実験と，データベー
スの統合化を行う．プログラムの成果を全国世界への
普及・展開するため，成果情報をパッケージ化する．

10.年次計画

取組内容

１年度目

２年度目

３年度目

４年度目

５年度目

実施期間終了
後

①エネルギ
②モビリティ
③植物医科学
④都市計画
⑤農業・緑地計画
⑥情報システム
グループ横断的な
取組（「明るい」低
炭素社会の実現に
向けた社会システ
ムの改革）

技術開発

総合的な実証実験

社会への実装

計画，調査

総合的な実証実験

社会への実装

システム開発
高齢者登用のための
制度に関する基礎的検討

システム運用・実証実験の統合化 社会への実装
新制度展開に向けた実証実験（高齢者の評価の
把握・参加へのインセンティブ付与手法の構築）

低炭素技術の住宅への公的導
入制度の検討
「明るい」低炭素都市モデルの検証・改良
「明るい」低炭素都市モデルの 総合的な社会システム改革の検討
社会への実装
構築

